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大阪市福島区野田 1‐1‐86 中央卸売市場本場業務管理棟６F
ホームページでもご覧いただけます。
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/

今月の紙面から
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城北菖蒲園

肥後系 千早の昔

城北公園(旭区)内にあ

催期間中の6月7日(土)

る城北菖蒲園は、回遊式

から6月15日(日)まで

の菖蒲園として、昭和

の9日間は、開園時間を

39年5月に開園し、敷地

延長し、訪れる皆さんを

面積約13,000㎡に、江

お迎えします。

戸系･伊勢系･肥後系の

初夏の風が吹き抜け

三系統の花菖蒲を栽培

る季節、花菖蒲に彩られ

しています。

る城北菖蒲園をゆっく

花菖蒲の見頃は、6月
中旬を見込んでおり、開

り散策してみてはいか
がでしょうか。

花菖蒲に彩られる城北菖蒲園
花・みどり・公園レポート
公園愛護会紹介
花と緑の相談・講習会等のお知らせ

5月15日、花菖蒲の株分け作業をする
「城北アイリスクラブ」のメンバー

今春、城北菖蒲園に、ボランティア組織「城北ア
イリスクラブ」が発足しました。
城北菖蒲園の活性化を目的とした「城北アイリス
クラブ」は、25人のボランティアの皆さんで構成さ
れることとなり、5月8日には、城北公園内で説明会
が開催されました。
今後は、栽培技術の指導や講習会などを受講し、
花菖蒲やアジサイに関する知識を習得されたのち、
城北菖蒲園で育成管理のサポートや菖蒲園ガイドツ
アーなどで活躍される予定です。

催

開園期間：5月31日(土)から6月22日(日)まで 9:30から17:00 (入園は16:30まで)
＊6月7日(土)、6月8日(日)、6月14日(土)、6月15日(日)の4日間については、
8:00から18:00まで (入園は17:30まで)
＊6月9日(月)から6月13日(金)の平日5日間については、9:30から18:00まで
(入園は17:30まで)
入 園 料：200円
＊中学生以下、大阪市在住の65歳以上の方は無料(要証明書)
障がい者手帳等をお持ちの方は無料(要証明書)
交通機関：大阪市営バス「城北公園前」下車
＊城北公園には、駐車場がありません。
ご来園の際は、大阪市営バスをご利用ください。
問 合 せ：℡ 06-6928-0069(菖蒲園テープ案内。ただし、菖蒲園開園期間中のみ)
℡ 06-6928-0005(城北公園事務所 ただし、17:30から9:00までテープ案内)
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花・みどり・公園レポート
れからも皆さんと、仲良
く楽しんで活動できる
ように頑張って行きた
いです」と笑顔で語られ
4月15日、扇町公園

スタート。

ました。

内にある市民協働花壇

きれいに整地された

で、昨年度、北区のグリ

花壇の上に花苗を置き

ーンサポーター(ＧＳ)

デザインを確認後、ＧＣ

参加されたＧＳの方

に任命された方々を対

から「花の向きや高さに

からは「植付けは大変で

象に、花苗の植付けを行

注意しましょう」と説明

したが、完成した花壇を

いました。

を受け、植付けを開始し

見て満足しています。こ

ました。

れからもGS

グリーンコーディネ
ーター(ＧＣ)の指導の

始めは順調に進んで

もと、土を耕すことから

いましたが、時間ととも

スタート

に傾斜のある花壇に四

水やりもしっかりと

完成した花壇

東成区マスコットキャラクター「うりちゃん」

苦八苦、それでも何とか
無事に3つの花壇が完
成。

4月3日に、南深江公園に花づくり広場が完成し、

最後に水をたっぷり
与えて植付けを終了し
皆で楽しく植付け

ました。

深江まちづくり協議会（花と緑部会）のメンバーが種
まきを行い本格的にスタートしました。
参加メンバーの多くは、花づくりが初めてで不安が
一杯の様子でしたが、作業に入ると一変、真剣な眼差
しで種まきを行いました。作業後は、ホッとしたのか
笑い声も聞かれ和やかな雰囲気に包まれました。
部会長の津田さんは「これからは暑い中の植え替え
作業もありますが、メンバー全員で楽しく花を作り地

4月11日、港区種花

域が花いっぱいになるように頑張ります」と思いを語

広場のミニ拠点である

られました。

港晴小学校で、グリーン
コーディネーター(Ｇ
Ｃ)が講師となり、3年
生の児童が理科の授業
夢中に取組む児童

の一環としてマリーゴ
ールドの種まきを行い
ました。

作業を開始した児童

（上手く播けるかな～）

（完成した花づくり広場）

たちは、種の小ささに驚
きつつも、「早く大きく

の皆さんの協力によっ

なって、きれいな花を咲

て、順調に生育した花苗

かせてね」と期待に胸を

は、間もなく児童たちに

膨らませ、楽しく頑張っ

より、学校の花壇へ植付

て種まきを行っていま

けられ、小学校を鮮やか

した。
児童に説明する田中ＧＣ

地域のボランティア
の

な色あいの花で飾付け
底面給水をじっと見つめる児童

る予定です。
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「公園愛護会活動紹介」

№29

東淀川区には、60公園に愛護会があります。公園の美化保全を中心に
様々な活動を行っています。その中からいくつかの愛護会を紹介します。

東淀川区マスコットキャラクター「こぶしの みのりちゃん」

かぶと公園は、面積約

心して遊べるように、週

今後も、地域の皆さんと

1回の安全パトロール

楽しく活動を行ってい

を行っており、子どもた

きたい」と思いを話され

皆さんから親しまれて

ちの笑い声が絶えない

ました。

います。

公園となっています。

4,600㎡を有する緑の
多い公園として、近隣の

行っています。
また、公園で安全に安
心して

愛護会は、地域の女性

橋詰愛護会長は「落葉

会と中心になり、約30

やごみの多さには大変

人のボランティアで、毎
月第2日曜日に清掃を

な思いをしていますが、
橋詰愛護会長

行っています。

地域の力できれいにな
っていく公園を見ると
気分も爽快になります。

がんばっています！

南江口北公園は、住
宅地に囲まれた公園

北江口公園は、

です。

神崎川の近くに

昨年結成された愛

ある自然あふれ

護会は、毎月第1･第2

る公園で、夕方に

日曜日に、約20人で
清掃や除草活動を行
っています。

なると多くの子
刈払い機安全講習会の様子

除草活動では、本市が取組む刈払い機安全講習会
を率先して受講され、刈払い機貸出制度を利用する
など、公園が草だらけにならないよう努めています。
佐藤愛護会長は「メ
ンバーと共に公園の美

どもたちで賑わ
っています。
愛護会は、毎日行って

方々約40人が集り、公

いる清掃のほかに、毎月

園の美化活動に取組ん

第3日曜日には、地域の

でいます。

方

荒川愛護会長は「子ど
もたちが安心して遊べ、

化活動を行うことで、

利用する全ての人が憩

地域の人々がいつも快

えるような公園にする

適で安全に利用できる

ため、これからも地域と

公園にして行きたい」
佐藤愛護会長

右：荒川愛護会長
下：愛護会、町会の皆さん

と話されていました。

協力して行きます」と語
みんなできれいに

ってくれました。
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阿倍野区にある桃ヶ池公園は、公園面積約
71,500㎡を有し、昭和8年10月開園の歴史
ある公園です。
力を合わせ植栽中
春には、ハナモモと池の回りを取り囲むサ
クラが咲き誇り、夏には、ハスの花が水辺を
彩るなど、都会のオアシスとして地域の皆さ
んに親しまれています。
この公園の美化活動に、日頃から取組んで
いただいている桃ヶ池公園愛護会より、これ
まで以上に、公園を花と緑でいっぱいにした
初夏には鮮やかな花が
いという強い思いから、愛護会の皆さんが用
意したアジサイの苗を、愛護会と公園事務所の協働した取組みとし
て、3月14日に園内の「桃一かだん」に植付けました。
初夏には、順調に育ったアジサイが、桃ヶ池公園の風景に加わる
ことでしょう。

時間:14:00～16:00

月1回、区役所ロビー、会議室等で開催。
詳しくは下記の各公園事務所までお問い合わせく
ださい。

※ 今月は、東住吉区役所では、耐震工事のため花と緑の相談は開催しません。
天王寺区は、天王寺区民センターで花と緑の相談を開催します。
生野区は、巽公園で花と緑の相談を開催します。
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公園事務所名

12日(木)
12日(木)
13日(金)
13日(金)
13日(金)
17日(火)
17日(火)
17日(火)
18日(水)
18日(水)

福 島
浪 速
中 央
生 野
西 成
此 花
旭
住之江
都 島
大 正

18日(水) 城 東
19日(木) 西淀川
25日(水) 西

花とみどりの相談車「ひとり・ふたり・
みどり号」による花と緑の講習会のお知ら
せです。
（参加無料、雨天決行）
時間は、14:00～１５:30 です。

６月２日(月) 住之江区 南港緑公園
「軍手を使った苔玉の作り方」
６月３日(火) 西成区 南津守北公園
「ペットボトルを使った
ハンギングバスケット」
６月５日(木) 福島区 下福島公園
「初夏を彩る寄せ植え」
６月10日(火) 阿倍野区 清明丘中央公園
「アジサイの栽培管理と殖やし方」
６月12日(木) 天王寺区 五条公園
「アジサイの栽培管理と殖やし方」
６月13日(金) 生野区 巽公園
「花菖蒲の栽培管理」
６月16日(月) 旭区 清水コミュニティ広場
「花菖蒲の栽培管理」
６月17日(火) 旭区 新森中央公園
「花菖蒲の栽培管理」
６月18日(水) 旭区 太子橋中公園
「花菖蒲の栽培管理」
６月19日(木) 都島区 都島中央公園
「花菖蒲の栽培管理」
６月20日(金) 西区 靱公園
「アジサイの栽培管理」
4/18 梅 香 公 園
(此花区)での花と
緑の講習会
講師はグリーンコ
ーディネーターの
桂さん(左側)と浜
口さん(右側)

5/7 平野区での花と緑の相
談
グリーンコーディネーター
の山野さん(左側)にご協力
いただきました

電話番号（06）

FAX 番号（06）

担当行政区等

東部方面公園事務所

6941－1144

6943－6877

真田山公園事務所

6761－1770

6761－1645

西部方面公園事務所

6441－6748

6441－6797

福島区、此花区、西区

港・大正公園事務所

6571－0552

6572―1663

港区（八幡屋公園を除く）、大正区

南部方面公園事務所

6691－7200

6691－6976

阿倍野区、住吉区、東住吉区（長居公園を除く）、平野区

北部方面公園事務所

6312－8121

6312－3403

北区、都島区（毛馬桜之宮公園のみ）

十三公園事務所

6309－0008

6885－1591

西淀川区、淀川区、東淀川区

城北公園事務所

6928－0005

6924－4209

都島区（毛馬桜之宮公園を除く）
、旭区

花博記念公園事務所

6912－0650

6913－6804

鶴見緑地

西南方面公園事務所

6771－2740

6772－4633

浪速区、住之江区、西成区

天王寺動物公園事務所

6771－8401

6772－4633

天王寺公園、天王寺動物園

長居パークセンター

6694－9007

6696－7405

長居公園

八幡屋スポーツパークセンター

6576－3460

6576－0080

八幡屋公園

中央区（北部）
、城東区、鶴見区（鶴見緑地を除く）
中央区（南部）
、天王寺区（天王寺公園を除く）
、東成区、
生野区
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